
 

 

上甑島諸方言の (形態) 音韻類型論 

黒木 邦彦 

1 はじめに 

上
かみ

・中
なか

甑島
こしきしま

 (鹿児島県薩摩川内市) は

串木野
く し き の

新港 (同県いちき串木野市) の西

方約 38km の東シナ海上に浮かぶ離島

で，下
しも

甑島 (および周辺の無人島) と甑

島列島を形成している (cf. [図 1])
1。 

[表 1] (次頁) の諸語形が示唆するとお

り，上・中甑島の伝統方言 (以下 “上甑

島方言”) の音韻は，現代標準日本語 (以

下 “標準語”) のそれとはいくつかの点

で異なる。 

[表 1] からは次のことも窺える:  

(1) 上甑島諸方言の音韻は互いに

少しずつ異なるが，一定の特

徴を共有している。 

これまでのところ，上村 (1936) が語

彙面から，上村 (1941) と児玉 (2012) と

が音調面から甑島諸方言を類型化している。しかし，音対応，音素体系，(形態) 音韻規則などの

面から甑島諸方言がどのように位置付けられるかは，未だ明らかではない。 

そこで，本発表では甑島方言の基礎研究の一環として，上甑島諸方言の (形態) 音韻類型を明

らかにする2。 

                                                        
1 甑島列島 4 町の大字と 2011 年度の人口は別表 1 のとおり:  

別表 1 甑島列島 4 町の大字と 2011 年度の人口 

里町 : 里 上甑町 : 中甑 中野 江石 平良 小島 瀬上 桑之浦

1,314 1,314 1,532 547 53 175 309 172 212 64

鹿島町 : 藺牟田 下甑町 : 手打 片野浦 瀬々野浦 青瀬 長浜

517 517 2,298 790 167 205 229 907

 
2 本発表で利用する上甑島方言資料は次の 2 種 3 類から成る:  

(I) a. 発表者と共同プロジェクトの成員とが母方言話者に行なった，2010–2012 年の調査で得たもの。 

i. 母方言話者との面接調査で得たもの。 

ii. 母方言話者同士の自然談話から得たもの。 

b. 既刊書 (cf. 資料) から得たもの (いずれもピッチは不明)。 

(Ia) の被調査者の属性は次のとおり ([ID] 生年-性別 (外住歴); 発表者以外が調査した方には✓を付す):  

(次頁に続く) 

図 1 甑島列島 



 

2 先行研究 

上村 (1936) に拠れば，甑島諸方言は標準語の [ai] に次の音を対応させている:  

(2) ●中野: [aː]  ●里，中甑士族，平良: [æː]  ●その他: [eː] 

上甑島諸方言の音素体系・(形態) 音韻規則は，(i) 里方言を対象とする黒木 (2012b) と，(ii) 瀬

上方言を対象とする上村 (1965)，南 (1967)，尾形 (1987a; 1987b; 1988a) とに詳しい。これらの研

究成果を整理すると，次のようになる:  

(3) a. 里方言も瀬上方言も，標準語の [ui, oi] に [iː, eː] を対応させている。 

                                                                                                                                                                               

(II) ●里: [A] 20’s-M (15–18)  [B] 20’s-F (15–16)  [C] 20’s-F  [D] 30’s-F  [E] 30’s-M (0–8)  [F] 30’-F 

(15–21)  [G] 40’s-M (15–35)  [H] 50’s-M (15–18, 18–22)  ●中甑士族: [A] 30’s-F  ✓[B] 30’s-F (12–23)  

●中甑浜: [A] 20’s-M  [B] 30’s-M (18–41)  ✓[C] 30’s-M (19–21)  [D] 40’s-F (15–26)  ●瀬上: ✓[A] 

20’s-F (13–19)  ✓[B] 20’s-F (15–22)  [C] 20’s-F  [D] 20’s-F (9–15)  [E] 40’s-M (30–45)  ●平良: ✓[A] 

20’s-F (18–21)  [B] 30’s-M  ✓[C] 30’s-M (20–27)  ✓[D] 30’s-F (15–18, 18–22)  ✓[E] 30’s-M (23–57)  

[F] 40’s-F (15–22)  [G] 40’s-F (18–20)  ✓[H] 40’s-M (15–20)  ✓[I] 40’s-F (16–22) 

時間の制約などがあって，全ての被調査者に同質・同量の面接調査を実施することは叶わなかった。記述にあ

たって話者の属性 (年齢，性別，外住歴 etc.) が問題になる時は，適宜言及する。 

表 1 上甑島諸方言の語の音形 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

‘ 杭 脱いで 樋 干して 漕いで 貝 書いて 見に 墨 臼 明日 欲しい ’

標準語 [ kui nuide toi hosite koide kai kaite m
j
iɲi sum

j
i usu aɕita hoɕiː ]

里 [ k
j
iː ɲiː de teː heːte keːde k

j
aː k

j
aːte m

j
ik

j
a suːm

j
i uːsu aita hoika

1 ]

士族 [ k
j
aː k

j
aːte m

j
ik

j
a ]

浜 [ keː keːte m
j
ike ]

瀬上 [ k
j
iː ɲiː ne teː heːɾe keːne keː keːɾe m

j
ike suːm

j
i uːsu aita hoika

1 ]

平良 [ k
j
iː nuɾe teː hete koɾe k

j
aː kate m

j
ik

j
a sum

j
i usu aita hoika

1 ]

中甑 k
j
iː ɲiː de teː keːdeheːte hoika

1suːm
j
i uːsu aita

[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

‘ 安い 貸すか 鳥 釣り 樽 有る 此れ 此れに 此れは 物 物に 物は ’

標 [ jasui kasuka toɾ
j
i ʦuɾ

j
i taɾu aɾu koɾe koɾeɲi koɾewa mono monoɲi monowa ]

里 [ jasuka kasuka toi ʦui tai ai koi koɾeː koɾaː mono moneː monaː ]

中甑 [ jasuka kasuka toi ʦui tai aɾu koi koɾeː koɾaː mono moneː monaː ]

瀬上 [ jaika
2

kaika
3 toi ʦui tai aːju koi kojeː kojaː mono moneː monaː ]

平 [ jasuka kasuka toi ʦui tai aɾu koi koɾeː koɾaː mono mone mona ]

1. [hoçka] とも言う。    2. [jaçka] とも言う。    3. [kaçka] とも言う。



b. 里方言も瀬上方言も，指示名詞・1人称名詞の末尾の [ɾe] に [i] を対応させている。 

c. 形態素連鎖で二次的に生じる //ui, ei, oi, ai// は，(i) 里方言では [iː, eː, eː, jaː] で，

(ii) 瀬上方言では [iː, eː, eː, eː] で実現する。 

d. 形態素連鎖で二次的に生じる //ia, ua, ea, oa, aa// は，(i) 里方言では [jaː, aː, jaː, aː, 

aː] で，(ii) 瀬上方言では [iː, aː, eː, aː, aː] で実現する。 

e. 里方言の指示名詞，1 人称名詞，過去接尾辞は，次のように実現する形態音 //R// 

を含む (尾形 1988a を踏まえると，瀬上方言の指示名詞，1 人称名詞，ju ~ je ~ i

語幹動詞3も，おそらく同様の形態音を含む4
):  

i. //Ru// → Ø / _#/C: e.g. //age-taR-u// → /ageta/ ‘上げた’; //age-taR-u=do// → 

/agetado/ ‘上げたぞ’ 

→ /i/ / _V/G: e.g. //age-taR-u=joo// → /agetaijoo/ ‘上げただろう’ 

ii. //Re// → /i/ / _#/G/C: e.g. //ko-Re// → /koi/ ‘此れ’; //ko-Re=ba// → /koiba/ ‘此れ

を’; //age-taR-eba// → /agetaiba/ ‘上げたら’ 

→ /re/ / _V: e.g. //ko-Re=i// → /koree/ ‘此れに’; //ko-Re=a// → /kora/ ‘此れは’ 

iii. //Ro// → /ro/: e.g. //mije-taR-oo// → /mijetaroo/ ‘見えただろう’ 

しかし，里方言と瀬上方言とを除けば，(3) のような記述は皆無である。先行研究の欠を埋め

るために，本発表では平良方言と中甑方言も研究対象とする。 

 

3 音対応 

上甑島諸方言と標準語との間で規則的に異なる音を次に挙げる (標準語基準):  

(4) a. [ui] b. [oi] c. [ai] 

d. 目的を表す [kak
j
iɲi, ageɲi] ‘書きに, 上げに’ などの [ɲi] 

e. 高舌母音 [i, u] で終わる語の次末尾音節の母音の長さ 

f. 語中の [ɕi] g. 語中の [su] h. 非語頭の [ɾ
j
i]  

i. 非語頭の [ɾu] j. 指示名詞・1 人称名詞の末尾の [ɾe] 

上甑島諸方言は (4) に [表 2] (次頁) の音を対応させている (cf. [表 1: 1–19]):  

また，次のように，瀬上方言は，母音間の [t, d, ɾ, ʨ, z, ʑ, k, g] に [ɾ, n, j, ʑ, ɲ, ɲ, g, ŋ] を対応さ

せている (cf. 上村 1965，尾形 1987b; 1988b):  

(5) ●[haɾa] ‘旗’  ●[ɸune] ‘筆’  ●[m
j
iːʑi] ‘道’  ●[sagujaɲima] ‘桜島’  ●[aŋuːju] ‘上げる’ 

 

4 音素体系 

4.1 [t
j
aː, d

j
aː] の弁別性 

次のように，里方言は [t
j
aː, d

j
aː] を弁別する5

:  

(6) a. [ut
j
aː] /utjaa/ ‘歌に or 打てば’ vs. [utaː] /utaa/ ‘歌は’ vs. [uʨaː] /ucjaa/ ‘打ちは’ 

b. [kat
j
aː] /katjaa/ ‘肩に or勝てば’ vs. [kataː] /kataa/ ‘肩は’ vs. [kaʨaː] /kacjaa/ ‘勝ちは’ 

                                                        
3 [kujuːju, kujeɲiŋ, kuiɾe] ‘くれる, ―ずに, ―て’ や [ʨaːjuːju, ʨaːjeɲiŋ, ʨaiɾe] ‘落ちる, ―ずに, ―て’ など。 
4 尾形は指示名詞・1 人称名詞の形態的不透明性を，形態音ではなく，音韻規則で処理している。 
5 [tj, dj] の例はいずれも [tjaː, djaː] である。また，[tjaː, djaː] は失われつつあるようで，[里 F] (cf. 注 2: (II)) は [tjaː, 

djaː] を [ʨaː, ʥaː] に置き換えている。また，[里 G] は [tjaː, djaː] の代わりに [taː, daː] とも発音する。 



(7) a. [ɸud
j
aː] /fudjaa/ ‘札に or 筆は’ vs. [ɸudaː] /fudaa/ ‘札は’ 

b. [ʥid
j
aː] /zidjaa/ ‘時代’ vs. [ʥiʑaː] /zizjaa/ ‘自在’ 

中甑士族方言および平良方言でも [ɸut
j
aː] ‘額’，[dod

j
aː] ‘土台’，[d

j
aːte (士), date (平)] ‘出して’ 

などと言うので，これらの方言も [t
j
aː, d

j
aː] を弁別すると考えられる。 

しかし，中甑浜方言と瀬上方言は [t
j
aː, d

j
aː] を弁別しない (‘額’ ‘土台’ ‘出して’ は [ɸuteː] 

[dodeː] [deːte (浜), deːtɾe (瀬上)])。よって，上甑島諸方言は，[t
j
aː, d

j
aː] の弁別性の有無で次のよう

に分類できる:  

(8) a. [t
j
aː, d

j
aː] を弁別する: 里方言，中甑士族方言，平良方言 

b. [t
j
aː, d

j
aː] を弁別しない: 中甑浜方言，瀬上方言 

 

4.2 /Cj/ の種類 

尾形 (1987b; 1988b) が指摘するとおり，瀬上方言では次の音を弁別しない:  

(9) a. [s] と [ɕ]: ●[sunʥi] /sunzi/ ‘シュンジ (人名)’  ●[suːbeŋ] /suubeN/ ‘小便’  ●[seŋaːm
j
i 

or ɕeŋaːm
j
i] /segaami/ ‘瀬上’  ●[soːʣu] /soocu/ ‘焼酎’  ●[isanoŋ] /isadoN/ ‘医者’ 

b. [ʣ] と [ʥ]: ●[ʣunsa] /zuNsa/ ‘巡査’  ●[ʣuːsuke] /zuusuke/ ‘ジュウスケ (人名)’  

●[ʣuː or ʥuː] /zuu/ ‘十’  ●[ʥeŋ or ʣeŋ] /zeN/ ‘銭’  ●[tadʥoga or tadʣoga] 

/taQzoga/ ‘立てる (可能)’  ●[ʑaːju or zaːju (女)] /zaaju/ <終止形繋辞動詞> 

c. [nu] と [ɲu]: ●[nuŋe or ɲuŋe] /nuge/ ‘脱げ’  ●[anuː or aɲuː] /anuu/ ‘兄’  ●[k
j
iːnu or 

k
j
iːɲu] /kiizu/ ‘傷’  ●[haːnu or haːɲu] /haanu/ ‘蜂’ 

上村 (1965: 37) に拠れば，‘脈’ は [meːgu] /meeku/ (尾形 1988b: 49 に拠れば，[m
j
aːgu] /mjaaku/)，

‘脚絆’ は [kehaːg
j
i] /kehaaki/ であるから，瀬上方言は /Cj/ を好まないと考えられる。 

しかし，里方言，中甑方言，平良方言は必ずしもそうではない。よって，上甑島諸方言は，/Cj/ 

の種類の多寡に拠って次のように分類できる:  

(10) a. /Cj/ の種類が多い: 里方言，中甑方言，平良方言 

b. /Cj/ の種類が少ない: 瀬上方言 

 

4.3 流音系音素の分布 

次のように，瀬上方言における流音系音素 /r/ [ɾ] の分布は，借用形態素・オノマトペ形態素の

中に集中している:  

表 2 上甑島諸方言と標準語との音対応 

(6a) (6b) (6c) (6d) (6e) (6f) (6g) (6h) (6i) (6j)

里 [ iː eː jaː k
j
a  Vː i i su i i ]

士族 [ jaː k
j
a ]

浜 [ eː ke ]

瀬上 [ iː eː eː ke, ge  Vː i i i i, ju i ]

平良 [ iː eː ja{ː} k
j
a  V i i su i i ]

ii su中甑 eː i Vːiː i



(11) a. ●/riNgo/ [ɾ
j
iŋgo] ‘林檎’  ●/ruuru/ [ɾuːɾu] ‘ルール’  ●/reNraku/ [ɾenɾaku] ‘連絡’  

 ●/terebi/ [teɾeb
j
i] ‘テレビ’  ●/racio/ [ɾaʑio] ‘ラジオ’ 

b. ●/ciriNciriNke/ [ʨiɾ
j
inʨiɾ

j
iŋke] ‘縮れ髪’  ●/doreQto/ [doɾetːo] ‘(目が) ドロンと’ 

標準語化・地域共通語化の影響で近年は変わりつつあるが，上村 (1965: 28–29) が指摘すると

おり，瀬上方言では標準語の [ɾ, ɾ
j
] に次の音を対応させている:  

(12) a. 語頭 b. 非語頭 

標準語 瀬上方言 標準語 瀬上方言 

[ɾ
j
i, ɾu] [ʥi, ʣu] /zi, zu/ [ɾ

j
i] [i] /i/ 

[ɾe, ɾo, ɾa] [de, do, da] /de, do, da/ [ɾu] [i or ju] /i or ju/ 

[ɾ
j
uː] [doː] /do/ [ɾe] [i or je] /i or je/ 

[ɾ
j
oː] [ʥoː] /zo/ [ɾo, ɾa] [jo, ja] /jo, ja/ 

(13) a. ●/ziNki/ [ʥink
j
i] ‘悋気’  ●/zuibaN/ [ʣuibaŋ] ‘留守番’  ●/doosoogu/ [doːsoːgu] ‘蝋

燭’  ●/daaku/ [daːgu] ‘楽’  ●/doomaacju/ [doːmaːʑu] ‘リューマチ’  ●/zoohoo/ 

[ʥoːhoː] ‘両方’ 

b. ●/toi/ [toi] ‘鳥’  ●/kuima/ [kuima] ‘車’  ●/aguuju/ [aguːju] ‘上げる’  ●/kuite, kujeniN/ 

[kuiɾe, kujeɲiŋ] ‘くれて, ―ずに’  ●/fujo/ [ɸujo] ‘風呂’  ●/haja/ [haja] ‘腹’ 

里方言，中甑方言，平良方言は必ずしもそうではない。よって，上甑島諸方言は，流音系音素

の分布の広狭に基づいて，次のように分類できる:  

(14) a. 流音系音素の分布が広い: 里方言，中甑方言，平良方言 

b. 流音系音素の分布が狭い: 瀬上方言 

 

4.4 /w/ の配列的特徴 

瀬上方言の /w/ は次の配列的特徴を有している:  

(15) a. 音節 /{C}{G}V{M}/
6
 の G を占める: ●/kwaa.zi/ [k

w
aːɲi] ‘火事’  ●/kwe, kwoi, 

kwaN.ka/ [k
w
e, k

w
oi, k

w
aŋka] ‘食え , ―おう  (勧誘 ), ―わないか  (指示 )’  

●/naQ.gwee.su/ [nagg
w
eːsu] ‘ 泣 き 虫 ’  ●/si.gwa’.cu/ [ɕig

w
aʦu] ‘ 四 月 7

’  

●/toQ.gwa.je.te/ [togg
w
ajeɾe] ‘捕まえて ’  ●/weQ.gwaQ.te, weQ.gwee/ [wegg

w
atːe, 

wegg
w
eː] ‘置くけど, 置くまい’

8
 

b. /(wi, )we, wo, wa/ を許容する: ●/doogwii, doogwaa/ [doːg
w
iː, doːg

w
aː] ‘道具に, 道具

は ’  ●/utawe, utawoi, utawaniN/ [uɾawe, uɾawoi, uɾawaɲiŋ] ‘歌え , ―おう  (勧

誘), ―わずに’  ●/siwo, siwee, siwaa/ [ɕiwo, ɕiweː, ɕiwaː] ‘塩, ―に, ―は’  ●/woou, 

woore, wee’kagee/ [woːu, woːɾe, weːkageː] ‘追う, 追って, 追い駆けろ’ 

しかし，次の例から分かるように，里・平良方言の /w/ は半母音ではなく，子音である。中甑

方言に至っては /w/ を欠いている:  

(16) a. 里: ●/wjaa.te/ ‘沸いて’  ●/ka.wjaa.te/ ‘乾いて’ 

                                                        
6 C: 子音  G: 半母音  V: 母音  M: モーラ音素 (一部の V を含む) 
7 例外的に実現する子音の直前に ’ (超分節音?) を付す (黒木 2012a: §2.2.3.4.2)。 
8 南 (1967) に拠る。これらは相当古い語形で，現在は /weQbaQte or wekubabaQte/ [webːatːe or wegubatːe] ‘置くけ

ど’，/wekumee or wekaNmee/ [wegumeː or wegamːeː] ‘置くまい’ と言う。 



b. 里，平良: ●/i.wjaa/ ‘岩に’  ●/ka.wjaa/ ‘川に’ 

c. 中甑: ●/kaa/ ‘川’  ●/aika/ ‘悪い’  ●/akaimosaN/ ‘分かりません’ 

また，平良方言の /w/ は常に /w{j}a/ で現れる。里方言の /w/ も同様で，その他の配列は次

のものしか知らない:  

(17) ●/wiite, wiita, wiitaiba, wiitai/ ‘浮いて, 浮いた, 浮いたら, 浮いたり’  ●/siwee/ ‘塩に’ 

よって，上甑島諸方言は，/w/ の配列的特徴から次のように分類できる:  

(18) a. /w/ は半母音で，/(wi, )we, wo, wa/ を許容する: 瀬上方言 

b. /w/ は子音で，/wa/ 以外の配列に乏しい: 里方言，平良方言 

c. /w/ を欠いている: 中甑方言 

 

5 (形態) 音韻規則 

5.1 向格助詞句 

[表 1: 19–24] から分かるように，上甑島諸方言の助詞句は名詞と助詞との境界が明瞭ではない。

発表者は，標準語の [ui] [oi] [ai] に [iː] [eː] [jaː (里，士，平), eː (浜，瀬上)] が対応すること (cf. [表

2]) を踏まえて，上甑島諸方言の向格助詞句を次のように分析する:  

(19)  ‘  時に    灰汁に   池に   此処に   イカに’ 

里，中甑士族: /  tookii    aakii     ikee    kokee    ikjaa   / 

// tooki=i   aaku=i   ike=i   koko=i   ika=i  // 

平良:         /  tokii     aki      ike     koke     ikja   / 

// toki=i    aku=i    ike=i   koko=i   ika=i  // 

中甑浜，瀬上: /  tookii    aakii     ikee    kokee    ikee   / 

// tooki=i   aaku=i   ike=i   koko=i   ika=i  // 

(19) の表層形は，形態素連鎖で生じる基底の音列に次の実現規則を適用したものと推定する:  

(20) a. i. 里，中甑士族: ●//ui// → /ii/  ●//ei, oi// → /ee/  ●//ai// → /jaa/ 

ii. 平良: ●//ui// → /i/  ●//ei, oi// → /e/  ●//ai// → /ja/ 

b. 中甑浜，瀬上: ●//ui// → /ii/  ●//ei, oi, ai// → /ee/ 

(20) のとおり，向格助詞句の形成過程で適用される実現規則は，2 種類に大別できる。 

なお，実現規則 (20) はこの場限りのものではなく，動詞の形成過程でも適用される (cf. §5.3)。 

 

5.2 主題助詞句 

発表者は (21) を踏まえて，上甑島諸方言の主題助詞句を (22) のように分析する:  

(21) ●/nobjaagai/ ‘伸び上がる ’  ●/moQcjagui/ ‘持ち上げる ’  ●/cuQkjai/ ‘付き合い ’  

●/josjaagerja/ ‘寄せ上げれば’  ●/miQsjagete/ ‘お見せして’ 

(22)  ‘  時は      灰汁は  池は    此処は    イカは’ 

里，中甑: /  tookjaa    aakaa    ikjaa    kokaa     ikaa   / 

// tooki=a   aaku=a   ike=a   koko=a   ika=a  // 

平良:     /  tokja     aka      ikja    koka      ikaa   / 

// toki=a    aku=a    ike=a   koko=a   ika=a  // 

瀬上:     /  tookii     aakaa    ikee    kokaa     ikaa   / 

// tooki=i    aaku=a   ike=i   koko=a   ika=a  // 



瀬上方言では，名詞末母音の前舌性に基づいて，//=i// と //=a// とを使い分ける。 

(22) の表層形は，形態素連鎖で生じる基底の音列に次の実現規則9を適用したものと推定する:  

(23) a. i. 里，中甑: ●//ia, ea// → /jaa/  ●//ua, oa// → /aa/ 

ii. 平良: ●//ia, ea// → /ja/  ●//ua, oa// → /a/ 

b. 瀬上: ●//ua, oa// → /aa/ 

(23) のとおり，主題助詞句の形成過程で適用される実現規則も，2 種類に大別できる。 

 

5.3 テ形動詞 

テ形動詞の形成過程で適用される実現規則は，s・k・g 語幹において違いを見せる。平良方言

以外では，//-!te// を取る時に例外的に生じる基底の音列に実現規則 (20) を適用する。平良方言

では，//-!te// を取る時に語幹末の //s, k, g// を落とし，実現規則は適用しない。 

 

5.4 動詞のル語尾 

母音語幹・r 語幹の終止-連体形動詞の基底形は，瀬上方言では //―ju// で，他では //―ru// で

ある。末尾の //ru// は後続要素に合わせて，次のように実現する:  

(24) // #        =baQte etc.
10

   =to etc.
11

  =na1    =na2 // 

里:   /  i        i            i         i       N   / 

平良: /  ru or i    ru or i        Q        N      N   / 

                                                        
9 実現規則 (23) はこの場限りのものではなく，次のような動詞句の形成過程でも適用される:  

(III) ‘ 蹴ってる   蹴ってるわ   書きます    書きますわ    分かりません  分かりませんわ ’ 

/ keQtoru    keQtoraa     kakimosu    kakimoosaa    wakaraN       wakaranaa      / 

// ker-!tor-u   ker-!tor-u=a   kak-imos-u   kak-imos-u=a   wakar-aN-u    wakar-aN-u=a   // 
10 //=siko// <限度>，//=joka, =juika// <比較>，//=ka// <準体.疑問>，//huto// ‘人’，//koto// ‘事’ など。 
11 //=de// <連用.理由>，//=do// <終止.念押し> など。 

図 2 上甑島諸方言のテ形動詞 

‘ 吹いて 漕いで 貸して 飛んで 読んで 買って 立って 切って ’

里, 中甑士族 / fiite keede kjaate toode joode koote taQte kiQte /

// fui-te koi-de kai-te tou-de jou-de kau-te taQ-te kiQ-te //

// fuk-!te kog-!te kas-!te tob-!te jom-!te kaw-!te tat-!te kir-!te //

瀬上, 中甑浜 / fiite keede keete toode joode koote taQte kiQte /

// fui-te koi-de kai-te tou-de jou-de kau-te taQ-te kiQ-te //

// fuk-!te kog-!te kas-!te tob-!te jom-!te kaw-!te tat-!te kir-!te //

平良 / fute kore kate tore jore kote taQte kiQte /

// fu-te ko-re ka-te tou-re jou-re kau-te taQ-te kiQ-te //

// fuk-!te kog-!te kas-!te tob-!te jom-!te kaw-!te tat-!te kir-!te //



中甑: /  ru       ru or i        Q        N      N   / 

瀬上: /  ju       i            Q        N      N   / 

(注) ●//=baQte// <連用.譲歩>  ●//=to// <準体>  ●//=na1// <終止.質問>  ●//=na2// <終止.命令.否定> 

母音語幹・r 語幹の終止-連体形動詞が後続要素を取る場合，里方言を除けば，基本的に /ru/ 以

外の音で実現する。 

 

6 結論 

§3–5 の記述に基づいて上甑島諸方言を類型化すると，次のようになる:  

(25) a. 音対応: [里，中甑士族]―[平良]―[中甑浜]―[瀬上] 

b. 音素体系: [里，中甑，平良]―[瀬上] 

c. (形態) 音韻規則: [里]―[中甑士族]―[平良]―[中甑浜]―[瀬上] 

音対応，音素体系，(形態) 音韻規則のいずれに関しても，里方言と瀬上方言とは近似しない。

上甑島諸方言の音韻類型の中で，両者は見事にその両極を成している。 
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